
「朝日新聞の慰安婦報道について検証する第三者委員会」についての 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 研究者・弁護士の要望書 

2014年 10月 9日 
朝日新聞社社長	 	 	 木村伊量	 様 
第三者委員会委員長	 中込秀樹	 様	                                  	 	        

                                       
去る 8月 5日と 6日に掲載された貴紙の特集記事「慰安婦問題を考える」をめぐって、それを理由に日本軍「慰
安婦」問題そのものが朝日新聞による捏造であり、日本の国家の名誉が傷つけられたかのようなキャンペーンが

なされています。 
	 しかしながら、1990年代以来積み重ねられてきた日本軍「慰安婦」問題に関する研究は、吉田清治証言にはま
ったく依拠することなく、日本軍・日本政府などの文書や被害者の証言、日本軍将兵の証言、各国政府の文書な

ど多くの資料に基づいて進められてきました。そのなかで、暴力的な連行を示す文書も数多く発見され、また詐

欺や人身売買などによる連行など当時においても犯罪にあたっていたこと、慰安所に入れられた女性たちが深刻

な性暴力にさらされたことなどが明らかにされ、日本軍「慰安婦」制度が日本国家による重大な人権侵害であっ

たことが示されてきています。 
	 さらに国際社会においても、強制連行という問題にとどまらず、日本軍の管理下で女性たちが深刻な人権侵害

を受けたことが問題であると認識され、そうした認識に基づいてさまざまな人権機関が日本政府に対して謝罪と

賠償を求める勧告をおこない、また米下院やＥＵ議会をはじめいくつもの議会決議がなされています。	  
	 このような国内外の研究や認識は、貴紙の特集記事によってもいささかも揺がないことは明らかです。 
	 河野談話の作成過程においても、この吉田証言は斥けられていることが明らかにされており、貴紙の特集記事

を根拠に河野談話の見直しを求めることが、道理のないことは言うまでもありません。 
	 しかしながら、貴紙が 10月 3日に発表した「朝日新聞の慰安婦報道について検証する第三者委員会」を見る
と、貴紙の姿勢に疑問を感じざるを得ません。 
	 第一に、その委員、および委員会に意見・提言をする専門家にはこの問題について多くの学術的業績を上げて

きた研究者が含まれていません。これは大きな問題であり、そうした研究者を含めなければ、はたして十分な検

証ができるのでしょうか。 
	 第二に、この慰安婦問題がいくつもの国際法・国内法に違反するものであること、いくつもの国際人権機関で

取りあげられていることを考えると、こうした国際人権機関にも関わってきた法律家や人権ＮＧＯの方々がいな

いのは問題ではないでしょうか。 
	 第三に、女性への重大な人権侵害問題を扱うにもかかわらず、委員 7名中女性が一人しか入っていません。男
女共同参画を進めている今日、このようなアンバランスは見過ごせない問題です。 
	 貴紙は 8月 5日付において、「編集担当	 杉浦信之」名で「慰安婦問題の本質	 直視を」と題した総論的な解
説のなかで、「慰安婦として自由を奪われ、女性としての尊厳を踏みにじられたことが問題の本質なのです」とし

たうえで、「隣国と未来志向の安定した関係を築くには慰安婦問題は避けて通れない課題の一つです」と述べ、「こ

の問題を報じ続けていきます」と結んでいます。 
	 このように述べられている朝日新聞の姿勢を示すためにも、以上述べたように専門的な学識のある研究者や法

律家、人権ＮＧＯのスタッフなどを検証のための委員会に委員として複数入れる、少なくとも委員会に意見・提

言をする専門家を複数入れるように、要望いたします。 
	 1993 年の河野談話の発表後においても数多くの関連資料が見つかっており、本年 6 月に研究者と市民が協力
して 500点以上の公文書をリストアップし、その写しを日本政府に提出しています。こうした 20年来の調査研
究を正確に把握している専門家を委員会に加えることが必要でしょう。 
	 貴紙が、重大な人権侵害の被害者の名誉回復をはかるという姿勢を貫き、慰安婦問題そのものを消し去ろうと

する動きに毅然として立ち向かい、研究に基づく事実を広く市民に知らせるような報道をおこなうことを期待し

ています。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
呼びかけ人        	 	 林博史（関東学院大学教授）	 	  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  内海愛子（恵泉女学園大学名誉教授） 
	 	 	                                        坂元ひろ子（一橋大学特任教授）	  
	 	 	                                        田中 宏（一橋大学名誉教授）	  
	 	 	                                        大森典子（弁護士） 
                                             川上詩朗（弁護士） 
	 	 	                                        中野敏男（東京外国語大学教授） 
	 	 	 	 	 	 	 	                              金 富子（東京外国語大学教授）	 ほか賛同人一同 
 



賛同人  （呼びかけ人を含む）               
研究者 
 
荒井信一	 	 茨城大学名誉教授 
足立昌勝	 	 関東学院大学名誉教授	  
秋林こずえ  同志社大学教授 
青柳周一 	  滋賀大学教授 
浅川保 	   山梨県歴史教育者協議会会長	 	  
相沢緑	 	 	 Workers for Peace 
荒川敏彦	 	 千葉商科大学准教授 
庵逧由香	 	 立命館大学教授 
石居人也	 	 一橋大学准教授 
李泳采 	 	 恵泉女学園大学准教授 
イ・ヨンスク	 一橋大学教授 
井桁 碧	 	  筑波学院大学教授 
板垣竜太	 	 同志社大学教授 
岩崎稔	 	 	 東京外国語大学教員 
石川康宏	 	 神戸女学院大学教授 
石田勇治	 	 東京大学教授 
伊藤定良 	  青山学院大学名誉教授 
鵜飼哲	 	 	 一橋大学教授 
内海愛子	 	 恵泉女学園大学名誉教授 
宇都宮京子	 東洋大学教授 
上野大輔	 	 慶應義塾大学助教 
魚次龍雄  	 岐阜県歴史教育者協議会事務局長 
内田みどり	 和歌山大学教授 
大川正彦	 	 東京外国語大学教員 
大越愛子	 	 近畿大学名誉教授 
太田修	 	 	 同志社大学教授 
岡真理	 	 	 京都大学教授 
岡野八代	 	 同志社大学教授 
小川原宏幸	 同志社大学准教授 
小田原琳	 	 東京外国語大学講師 
小野沢あかね	 立教大学教授 
大門正克	 	 横浜国立大学教授 
大内憲昭	 	 関東学院大学教授 
大串潤児 	  信州大学准教授 
大久保由理  日本女子大学非常勤講師	  
大野一夫  	 東洋大学非常勤講師 
岡田健一郎  高知大学講師 
翁川景子  	 武蔵大学非常勤講師 
桂敬一	 	 	 元東京大学教授 
河かおる	 	 滋賀県立大学 
勝田由美	 	 工学院大学准教授	  
笠原十九司	 都留文科大学名誉教授 
加藤千香子	 横浜国立大学教授 
我部政明	 	 琉球大学教授 
神子島健	 	 成城大学非常勤講師 
鎌倉佐保    首都大学東京・准教授 
川口隆行    広島大学准教授 
川口悠子    法政大学専任講師 
菊池恵介	 	 同志社大学准教授 
北岡和義	 	 日本大学講師 



北原恵	 	 	 大阪大学教授 
金 富子	 	  東京外国語大学教授 
金昌禄  	 	 韓国・慶北大学校教授 
木戸衛一	 	 大阪大学准教授 
君島東彦	 	 立命館大学教授 
久保 亨	 	  信州大学教授	  
久保田貢 	  愛知県立大学准教授 
駒込武	 	 	 京都大学教授 
小森陽一    東京大学教授 
高榮蘭	  	  日本大学准教授 
小林准士 	  島根大学教授 
小浜正子	 	 日本大学教授 
越野章史	   和歌山大学准教授 
後藤仁敏	   鶴見大学名誉教授	  
五味渕典嗣  大妻女子大学准教授 
佐々木愛	 	 島根大学准教授 
佐々木啓  	 茨城大学准教授 
佐々木寛	 	 新潟国際情報大学教授 
齋藤純一	 	 早稲田大学教授 
坂元ひろ子	 一橋大学教員 
桜井均	 	 	 元NHKプロデューサー 
斉藤正美	 	 富山大学非常勤講師 
渋谷 聡  	 島根大学教授 
渋谷 望	 	 日本女子大学教授 
澁谷知美	  東京経済大学准教授 
鈴木	 良   元立命館大学教授	  
須貝道雄	  日本ジャーナリスト会議 
鈴木克成	  青森中央学院大学教授 
鈴木宗徳	  法政大学教授 
砂川浩慶	  立教大学准教授 
宋連玉	 	  青山学院大学教授 
醍醐	 聰	  東京大学名誉教授	  
田中利幸	  広島市立大学教授 
田中宏	 	  一橋大学名誉教授 
高原孝生	  明治学院大学教授 
竹永三男   島根大学教授 
高木博史   岐阜経済大学准教授 
高嶋伸欣	  琉球大学名誉教授 
田中史生	  関東学院大学教授 
滝	 知則   長崎国際大学准教授 
高橋哲哉	  東京大学教授 
田丸理砂	  フェリス女学院大学教授	  
竹信三恵子  和光大学教授 
趙慶喜	 	  聖公会大学教授 
千葉 眞	 	 国際基督教大学 
塚本三夫	  中央大学名誉教授 
千野貴裕   早稲田大学助教 
Chelsea Szendi SCHIEDER  明治大学特任講師 
津田正夫	  立命館大学教授 
テッサ・モーリス＝スズキ  オーストラリア国立大学教授 
手塚尚      歴教協 
手塚優紀子	 歴教協 
戸邉秀明	 	 東京経済大学准教授 



徳田匡   	 和光大学非常勤講師 
徳永理彩	  東京外国語大学講師 
永井和	 京都大学教授 
永田浩三	  武蔵大学教授 
中野敏男	  東京外国語大学教員 
永原陽子	  京都大学教授 
中嶋久人	  小金井市史編さん委員	  
中谷いずみ  奈良教育大学准教授 
中原道子   早稲田大学名誉教授 
中村（新井）清二 	 大東文化大学講師 
中村江里	 	 関東学院大学非常勤講師 
永山聡子	 	 日本学術振興会特別研究員 
西谷	 修	   立教大学 
野本京子	 	 東京外国語大学教員 
西尾泰広  	 大阪市立大学研究員 
野﨑敏郎  	 佛教大学教授 
能川元一	 	 大学非常勤講師 
服部孝章	 	 立教大学教授	  
羽場久美子	 青山学院大学教授 
早尾貴紀  	 東京経済大学教員 
林博史	 	 	 関東学院大学教授 
原田敬一	 	 佛教大学教授 
服藤早苗	 	 埼玉学園大学特任教授 
畑中敏之  	 立命館大学教授 
橋本敏雄 	  明治学院大学名誉教授 
長谷川裕子 	 福井大学准教授 
樋口直人  	 徳島大学教員 
平賀明彦	 	 白梅学園大学教授 
平井和子  	 一橋大学社会学研究科特任講師 
平井美津子	 立命館大学非常勤講師 
広川禎秀	 	 大阪市立大学名誉教授 
藤永壯	 	 	 京都産業大学教授 
藤谷秀  	  山梨県立大学教授 
藤田高景	 	 村山首相談話を継承し発展させる会理事長 
藤目ゆき 	  大阪大学教授	  
古川高子  	 東京外国語大学非常勤講師	  
細谷実	 	 	 関東学院大学教授 
本庄十喜	 	 北海道教育大学講師 
前田朗	 	 	 東京造形大学教授 
前田丈志	 	 編集者 
前田達朗	 	 東京外国語大学教員 
丸川哲史	 	 明治大学教授 
前田哲男  	 元東京国際大学教授 
丸浜江里子	 都留文科大学非常勤講師 
水島朝穂	 	 早稲田大学教授 
水越伸	 	 	 東京大学 
水島朝穂	 	 早稲田大学教授 
水谷明子	 	 沖縄研究者 
水野直樹	 	 京都大学教授 
三上昭彦	 	 元・明治大学教授	  
三笘利幸	 	 九州国際大学教員 
三原芳秋	 	 同志社大学教員 
宮台真司 	  首都大学東京教授  



 
村上信一郎	 神戸市外国語大学名誉教授	 	  
村松邦崇	 	 歴史教育者協議会常務理事 
村上陽子	 	 成蹊大学客員研究員 
本橋哲也  	 東京経済大学教授 
守中高明	 	 早稲田大学教授 
諸橋泰樹	 	 フェリス女学院大学 
門奈直樹	 	 立教大学名誉教授 
山口智美	 	 モンタナ州立大学准教授 
弓削尚子	 	 早稲田大学 
吉澤文寿	 	 新潟国際情報大学教授 
吉田裕	 	 	 一橋大学教授 
吉見義明	 	 中央大学教授  
吉池俊子	 	 法政大学兼任講師 
米谷匡史	 	 東京外国語大学教員 
李孝徳	 	 	 東京外国語大学教員 
渡辺憲正 	  関東学院大学教授	  
匿名	 1名 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 以上、研究者 173名 
 
法律関係者 
 
相原わかば	 弁護士 
有村とく子	 弁護士 
渥美玲子	 	 弁護士 
五十嵐二葉	 弁護士 
石本恵	 	 	 弁護士 
井上洋子	   弁護士 
井堀哲	 	 	 弁護士 
糸瀬美保	 	 弁護士 
岩橋多恵	 	 弁護士 
打越さく良	 弁護士 
小川恭子	 	 弁護士 
大江京子	   弁護士 
大森典子	 	 弁護士 
緒方蘭	 	 	 弁護士 
小野寺利孝  弁護士 
甲斐田沙織	 弁護士 
川上詩朗	 	 弁護士 
岸松江	 	 	 弁護士 
久米弘子	 	 弁護士 
郷田真樹	 	 弁護士 
坂口禎彦	 	 弁護士 
佐藤由紀子  弁護士 
嶋田久夫    弁護士 
杉浦ひとみ	 弁護士 
外塚 功     弁護士 
宋惠燕	 	 	 弁護士 
高崎暢	 	 	 弁護士 
高橋	 融	 	 弁護士 
滝沢香	 	 	 弁護士 
千葉恵子	 	 弁護士	  
田中俊	 	 	 弁護士 
辻本育子	 	 弁護士	  



寺沢勝子 	  弁護士 
豊福誠二	 	 弁護士 
中平	 史  	 弁護士 
中野和子	 	 弁護士 
中村洋二郎	 弁護士 
西田美樹 	  弁護士 
畠山 幸恵 	 弁護士 
早田 由布子 弁護士 
東	 敦子	 	 弁護士	  
広田繁雄	 	 弁護士 
福井悦子	 	 弁護士 
淵脇みどり	 弁護士 
福留英資	 	 弁護士 
穂積剛	 	 	 弁護士 
穂積匡史	 	 弁護士 
松浦恭子	 	 弁護士 
松岡肇	 	 	 弁護士 
松田幸子	 	 弁護士 
牧戸美佳	 	 弁護士 
正木みどり  弁護士 
南典男      弁護士 
村田智子	 	 弁護士	  
森田太三	 	 弁護士 
師岡康子	 	 弁護士 
元倉美智子  弁護士 
山田万里子	 弁護士 
山田いずみ	 弁護士 
山田勝彦	 	 弁護士 
弓仲忠昭	 	 弁護士 
湯山薫	 	 	 弁護士 
吉田容子	 	 弁護士 
米倉勉	 	 	 弁護士 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	         以上、弁護士	 64名 
 
     合計 237 名 （2014年 10月 10日現在／	 10月 9日朝日新聞への提出時	 204名） 
 
 
 


